
作文中に登場する「ＰＲ動画」及びイメージソング「タイムカプセル」は、
『かごしま国文祭』公式ホームページ（http://kagoshima-kokubunsai.jp）で視聴できます。

問い合わせ先　国民文化祭伊佐市実行委員会事務局（文化スポーツ課内）　☎㉓１３１１

　かごしま国文祭伊佐市主催事業「いさ演劇祭」に出演＆裏方で参加してくださる人を募集しています。
対　　象　小学４年生以上で今年 11 月の本番まで継続して稽古に参加できる人（演劇未経験者も大歓迎）
※ 稽古日程等や「いさ演劇祭」の詳細はお問い合わせください。
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　国民文化祭とは、全国各地で行われる文化活動を全国的規模で発表、競演することで、国民の文化活動への
参加の気運を高め、新しい芸術文化の創造を促すことを目的に、昭和 61 年度から毎年、各都道府県持ち回り
で開催されている国内最大の文化の祭典です。今年は 11 月に鹿児島県で開催されます。

　作文テーマ「国民文化祭～わたしにもできるおもてなし」に、県
内各地から小学校下学年 366 点・上学年 516 点、中学生 749 点、
合計 1,631 点の応募がありました。
　その中の小学校下学年の部で、伊佐市立山野小学校２年の鶴薗景
（つるぞのひかり）さんが「第 30 回国民文化祭鹿児島県実行委員
会会長賞（最優秀賞）」を獲得しました。受賞作品を紹介します。

山 野 小 ２ 年   鶴 薗 景
作品タイトル「わたしのおもてなし大さくせん」作品タイトル「わたしのおもてなし大さくせん」

アミュ広場で開催された 300 日前イベントで表
彰
さ
れ
る
鶴
薗
さ
ん
（
１
／
17
）



 

わたしたちが、商品を買ったときに、その商品を入れたり（容器）包む（包装）ために 

使われている入れもののうち、プラスチックで出来ているものです。 

また、プラスチック製容器には下記の「プラマーク」が入っています。 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

    

 

 

 

 
ふくろふくろふくろふくろ類類類類    

ボトルボトルボトルボトル類類類類    

 ■マヨネーズ、練りわさび 

 のチューブ・歯磨き粉、 

 化粧品などのチューブ等 
 

■お菓子などのポリ袋・レジ

袋など 

■洗剤、シャンプーなどの容

器など、ペットボトルを除

くボトル類 

■電化製品の緩衝材（発泡ス

チロール）・商品のラップ・

ペットボトルのラベルや蓋

など 

カップ・パックカップ・パックカップ・パックカップ・パック類類類類    

■マヨネーズ、練りわさびの

チューブ・歯磨き粉、化粧

品のチューブなど 

チューブチューブチューブチューブ類類類類    

■食品トレイ・卵や豆腐のパ

ック・カップ麺の容器など 

 
このこのこのこの指定袋指定袋指定袋指定袋でででで出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください

〔販売価格 10 枚 380 円〕    

 

そのそのそのその他他他他    

 

プラスチック製容器にはさまざまな種類がありますが、このマークがある 

ものであれば、プラスチック製容器の指定袋（水色）に入れてください。 

 

    プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製製製製でもでもでもでも対象外対象外対象外対象外のものがありますのものがありますのものがありますのものがあります。。。。    

プラスチック製品であっても、商品の容器や包装でないもの（商品そのもの）は、 

燃燃燃燃えるごみえるごみえるごみえるごみ（（（（透明袋透明袋透明袋透明袋））））でででで出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

★★★★    商品商品商品商品のそのもののそのもののそのもののそのもの 

 例 プラスチック製のおもちゃ・洗面器・ポリバケツ・タッパー・ 

   プラケース・ＣＤやビデオテープなどＣＤやビデオなどの 

ケース・めがねケース・コンタクト保管容器など 

★★★★    洗洗洗洗ってもってもってもっても汚汚汚汚れがれがれがれが取取取取れないものれないものれないものれないもの    

★★★★    プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製容器製容器製容器製容器かかかか、、、、よくわからないもの
よくわからないもの
よくわからないもの
よくわからないもの 

    

 

 

対象となるものには、「プラスチック

製容器包装マーク」がついていますの

で、このマークがついているものは、

プラスチック製容器専用（水色袋）に

入れて出してください。 

 食べ残したものや中身が入ったまま出

さないでください、リサイクルできませ

ん。紙で拭いたり、軽く水洗いし、乾か

してから出しましょう。 

 

 

かさばるものが多いので、軽くつぶ

すなどして、容積を減らしてから出

しましょう。（つぶす・割る・重ねる） 

 
 

 

 
 

⇒ 

    ⇒ 

 
おおおお菓子菓子菓子菓子のののの袋袋袋袋ならならならなら    

 中身を払ってきれいにします。 

カップやトレイなら
カップやトレイなら
カップやトレイなら
カップやトレイなら    

 紙で汚れをふき取ったり、水ですすいだり 

 して乾かします。 

チューブチューブチューブチューブ類類類類ならならならなら    

 半分に切って洗う方法もあります。 

※洗っても汚れがとれない場合は、燃え

るごみで出して下さい。 

 

 

出出出出すときのすときのすときのすときの注意点注意点注意点注意点    

※指定袋で出してください	

プラスチック製容器の分け方・出し方	

マヨネーズ、練りわさ
び、歯磨き粉、化粧品
のチューブなど

電化製品の緩衝材（発
泡スチロール）、商品の
ラップ、ペットボトル
のラベルやふたなど

カップ・パック類

チューブ類 その他

食品トレイ、卵や豆腐
のパック、カップ麺の
容器など

問い合わせ先　環境政策課環境保全係　☎㉒１０６０

お菓子などのポリ袋、
レジ袋など

ふくろ類ボトル類

洗剤、シャンプーの容
器など（ペットボトル
を除く）

伊
佐
温
泉

伊
佐
市

プラス
チック

製 容器包
装

　最近、プラスチック製容器の分別がなされていないごみ袋が見られます。
ごみの分別ルールを守って、正しい分け方・出し方にご協力をお願いします。
　詳しくは、「プラスチック製容器の分け方・出し方」をご確認ください。

　プラスチック製品であっても、商品の容器や
包装でないもの（商品そのもの）は、燃えるご
み（透明袋）で出してください。
◎商品そのもの
例）　プラスチック製のおもちゃ、洗面器、ポ
　　   リバケツ、タッパー、プラケース、ＣＤ
　　   やビデオテープなど の ケース、めがねケ
　　   ース、コンタクト保管容器など
◎洗っても汚れが取れないもの
◎プラスチック製容器か、わからないもの
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行政からのお知らせ

　現在大口中学校で使用している生徒用机・椅子を廃棄します。必要な人は、次の事項を確認のうえ
お申し込みください。
個　　数　机・椅子各 250 個
条　　件　①原則伊佐市に居住している人
　　　　　②受渡日時に必ず引き取れる人
　　　　　③積み込み、運搬を自分でできる人
　　　　　④申込み先着順
申込方法　必要個数、氏名、連絡先をお知らせください。
申込時間　８時 30 分～ 17 時　※ 土・日、祝祭日を除く。
申込期限　３月 10 日（火）
受渡日時　３月 26 日（木）9 時～ 12 時（時間指定）
受渡場所　大口中学校多目的教室
申込・問い合わせ先　教育委員会総務課総務係　☎㉖１５１２

生徒用机・椅子（木製）をお譲りします

学童疎開に関する資料を探しています
メモ 手紙

写真

第 75 回国民体育大会（鹿児島国体）の
愛称・スローガンを募集

　伊佐市は、西之表市・喜界町と姉妹都市盟約を結んでいます。その縁は、
戦時中に学童疎開で両市町の小学生を受け入れたことから始まり、西之
表市と旧大口市及び旧菱刈町は昭和 37 年 11 月に、喜界町と旧菱刈町
は昭和 40 年 12 月に盟約を結び、現在まで友好関係が続いています。
　戦後 70 年を迎えるにあたり、姉妹都市の起因となったこの事実を風
化させないように後世に語り継ぎたいと考えています。
　当時の写真や資料を貸していただける人や、疎開の受け入れ家庭で当
時のことをお話しいただける人はぜひご連絡ください。
問い合わせ先　総務課行政係　☎㉓１３１１

　平成 32 年（2020 年）に本県で開催される第 75 回国民体育大会（鹿児島国体）
の愛称とスローガンを募集中です。
募集期限　2 月 23 日（月）
募集作品　①愛称（鹿児島国体の名前・呼び名）
　　　　　②スローガン（鹿児島国体の趣旨や目的、鹿児島国体に
　　　　　　向けた思いを印象づける言葉・キャッチコピー）
賞・賞金　最優秀賞１作品：賞状、賞金 5 万円、記念品
　　　　　優 秀 賞３作品：賞状、賞金 1 万円、記念品
応募方法　はがき、ＦＡＸまたはインターネット（専用応募フォーム） 
※ 詳しくは、県ホームページ（http://www.pref.kagoshima.jp/）をご覧ください。
応募・問い合わせ先　第 75 回国民体育大会鹿児島県準備委員会事務局愛称・スローガン募集係

☎０９９・２８６・２８６５

どんなものでも
かまいません
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市からのお知らせやイベント情報などの最新情報がすぐに見られる！
問い合わせ先　伊佐ＰＲ課交流ＰＲ第１係　☎㉙４１１３

ピッ

宝くじ助成金で屋外放送設備を設置
　荒平自治会および小川内自治会に、一
般財団法人自治総合センターのコミュニ
ティ助成事業で屋外放送設備が設置され
ました。
　この事業は、宝くじの社会貢献広報事
業として地域コミュニティ活動の充実・
強化を図ることを目的にさまざまな活動
に対して助成されます。

小川内自治会

荒平自治会

放送基地局屋外放送設備

屋外放送設備② 放送基地局屋外放送設備①

浄化槽法定検査　　　　　　　　  受検のお願い（浄化槽法第 11 条）
合併浄化槽または単独浄化槽を設置している家庭は定期的に受けなければならない法定検査です

　この検査は、浄化槽が適正に維持管理されているかを調べるもので、県知事が指定した検査機関で
ある（公財）鹿児島県環境検査センターの検査員が浄化槽の放流水の採水と現場での検査を行います。
※ ㈲大口伊佐清掃社が行う保守点検・清掃とは別のものです。
▶ 10人槽以下の家庭用の合併浄化槽・単独浄化槽　現在はおおむね３年に１回検査
▶ 11人槽以上の合併浄化槽・単独浄化槽　毎年検査
※ 検査時期は事前に封書・ハガキで通知します。

検査料金 単独処理浄化槽 合併処理浄化槽
定期検査 ４，０００円 ６，０００円

検査手数料（５～ 10人槽）

伊佐市役所駐在検査員
大町盛一郎

問い合わせ先
（公財）鹿　児島県環境検査センター  　☎０９９・２９６・９０００

 　　　　　　　　　　　　　　　 http://www.kagoshimakensa.or.jp
県生活排水対策室　　　　　　　☎０９９・２８６・３６８５
環境政策課環境保全係　　　　　☎㉒１０６０




